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協会報
園長・設置者，保護者版

▼横浜市幼稚園協会会長挨拶
▼横浜市幼稚園父母の会連合会
役員紹介
▼横浜市幼稚園父母の会事業報告
▼H25年度 協会事業予定
▼横浜大会
参加のご案内
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子ども子育て
支援新制度について
公益社団法人

横浜市幼稚園協会

会長

公益社団法人になり１年が経ちました。皆様から

木元

茂

ことになりました。今後考えられる選択肢の中で、

ご覧になって、今までの協会と違う姿を感じる場面

各園が経営判断する際の参考となる情報を、加盟園

はございましたか？

に提供できるよう６月から行動を開始します。

なかなか、進み具合は遅いかもしれませんが、協

今後は、各園の経営実態について調査・分析し、

会加盟園の皆様・協会役員・父母の会役員・事務局

財務シミュレーションを作成し、新制度の公定価格

員の皆様のご協力により、日々前進していると感じ

等の情報が入り次第、各園が素早く検討に入れるよ

た１年でした。

う情報を提供する予定です。

さて、平成27年４月施行予定の子ども子育て支援

今年２月に、全体の1/3の園に対して文部科学省

制度の具体化のために、国において「子ども・子育て

から経営実態調査が届き、それぞれご回答いただ

会議」が始まりました。また、５月15日には第１回

いたことと思います。今後は、横浜市幼稚園協会

の横浜版「子ども・子育て会議」も開催されました。幼

だけでなく、横浜市からも経営実態調査や市民ニー

稚園からは私が代表として出席し、保育所からも１

ズ調査が行われます。特に定員と実員は、市民皆様

名だけで、他は児童虐待の専門家、障害児を守る会、

の保育ニーズとマッチングさせて、地区ごとの需要

小児科医、小学校校長会、プレイパーク、放課後子

と供給というとらえ方の中で取り扱われることが

どもプラン、よこはま１万人子育てフォーラムなど

想定されます。ご面倒かとは存じますが、大切な情

様々な子育てに関わる方々が参加しています。各代

報ですので、調査へのご協力をお願いします。

表20名からなる会議で年３回開催の予定です。今後

平成25年度は、子ども子育て支援制度施行に関連

９月までに幼稚園・保育所をはじめ各事業者の経営

する事項を最重要課題と捉え、加盟園の皆様への情

実態調査や市民のニーズ調査を行い、９月の第２回

報提供を行うとともに、議会・行政にも働きかけを

会議以降は専門部会を設けて、臨時委員も加わり内

行ってまいります。

容を深めていく予定です。ただ、国からの様々な指

最後になりますが、今年は14年ぶりに政令指定都

針や基準が出ないと進まないこともあり、平成27年

市団体協議会横浜大会が、７月11〜12日に開催され

４月施行とは言っても、厳しいスケジュールです。

ます。また、来年２月１日には、パシフィコ横浜国

幼稚園協会としてもこのまま何もしないわけに

立大ホールにて５千名規模の教研大会を開催の予定

はいきませんので、５月の運営委員会にて補正予算

です。加盟各園の園長先生、教職員の皆様の参加と

を承認いただき、コンサルティング会社と提携する

ご協力を心よりお願い申し上げます。
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平 成 25 年 度 横 浜 市 幼 稚 園 父 母 の 会
連合会

役員

平成25年度横浜市幼稚園父母の会連合会会長を
務めさせていただくこととなりました。小学校５年
生の男の子と、幼稚園年長の女の子がいます。私
にとっても最後の幼稚園生活の年となりますが、本
年度の父母の会の活動が、子どもの幸せにつなが
る一助となるように勤めたいと思っております。
皆様方のご協力をお願いいたします。
副会長
伊藤 陽子

（南聖心幼稚園）

副会長
稲葉 順子

会長
古谷 みずほ

（横浜昭和幼稚園）

（八ッ橋幼稚園）

平成24年度

会計
川戸 由美子

（東俣野幼稚園）

監事
松村 野乃

（なかよし幼稚園）

横浜市幼稚園父母の会連合会

横浜市幼稚園父母の会連合会

会長

古谷みずほ

事業報告

平成24年
監査

4/26
5/15

委員会 ⒈ 平成23年度事業報告・決算について
⒉
⒊
⒋
⒌
⒍
⒎

委員会

5/22
6/20
6/26

予算要望

7/11

打ちあわせ会（父母セミナーについて）

公明党へ就園奨励補助金制度の堅持と拡充のお願い

みんなの党へ就園奨励補助金制度の堅持と拡充のお願い
自民党へ就園奨励補助金制度の堅持と拡充のお願い

幼稚園協会の
「園児募集特別委員会」
に出席

常任委員会 ⒈ 父母セミナーについて

⒉ 政令市大会父母の会分科会報告
⒊ 今後の行事について

父母セミナー（横浜市教育会館） 参加人数 382名
「文壇最強の子育てパパ パパとママに聞かせたい子育ての秘訣」
講師 鈴木 光司 先生

県連父母の会連合会研修会

11/13
12/5

教職員・保護者 2,534名

9/10

9/10

10/5

幼稚園大会（横浜文化体育館）

参加人数

7/5・6
7/9

8/22

幼稚園大会宣言案の作成

民主党へ就園奨励補助金制度の堅持と拡充のお願い

7/2

政令指定都市私立幼稚園団体協議会新潟大会に参加

横浜市幼稚園父母の会連合会会則について
平成24年度事業計画案について
平成24年度予算案について
役員選出について
平成24年度幼稚園大会について
父母セミナーについて

（パシフィコ横浜会議センターメインホール）横浜協会より440名が参加

PTA全国大会（東京・アルカディア市ヶ谷） 横浜協会より24名が参加

平成25年
1/30

2/26
3/8

新年意見交歓会（ヨコハマグランドコンチネンタルホテル）
参加人数 233名
会員､父母の会､市長､国会議員､県･市会議員､市行政関係者等

打ちあわせ会

委員会の準備

委員会 ⒈ 平成24年度事業報告・仮決算案について
⒉ 平成25年度事業計画案・予算案について

新年意見交歓会

父母セミナー
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事業予定
８日㈮ 運営委員会
12日㈫ 特別研究委員会⑶
13日㈬ 労働保険事務組合研修会
15日㈮ カウンセリング研究講座
16日㈯ 保育実践事例研究会
（免許更新講習含む）

４月 16日㈫ 運営委員会
18日㈭ 政令市運営委員会（横浜）
23日㈫ 理事会
23日㈫ 支部会計説明会
30日㈫ 研究講座
５月 ７日㈫ 「よこはまのこども39号」
編集委員会

26日㈮ 幼保小教育連携研究会
（全体会）
29日㈪ 幼保小教育連携研究会
（分科会）
８月 ３日㈯ 免許更新講習
（カウンセリング講座）

９日㈭ 特別研究委員会⑵

８日㈭・９日㈮
新規採用教員夏期研修会
関東地区教員研修群馬大会

14日㈫ 特別研究委員会⑶

９日㈮ 免許更新講習（研究講座）

14日㈫ 父母の会連合会委員会
15日㈬ 新規採用教員研修会
22日㈬ 第１回教員研修会
23日㈭ 運営委員会
29日㈬ 園長設置者研修会／総会
29日㈬ 定期総会・労保総会
30日㈭ 特別研究委員会⑴
６月 ３日㈪ 「よこはまのこども39号」
編集委員会
４日㈫ 運営委員会
６日㈭ 特別研究委員会⑵
12日㈬ 横浜市幼稚園大会
18日㈫ 特別研究委員会⑶
20日㈭ 特別研究委員会⑴
21日㈮ 第１回設置者研修会
22日㈯ 保育実践事例研究会
25日㈫ キャリアアップ研究講座

      29日㈭・30日㈮
政令市次世代研修会
（千葉大会）
９月 ３日㈫ キャリアアップ研究講座
（免許更新講習含む）
６日㈮ カウンセリング研究講座
７日㈯ 保育実践事例研究会

19日㈫ キャリアアップ研究講座
（免許更新講習含む）
21日㈭ 特別研究委員会⑵
12月 ３日㈫ キャリアアップ研究講座
（免許更新講習含む）
５日㈭ 特別研究委員会⑴
６日㈮ 運営委員会
７日㈯ 保育実践事例研究会
10日㈫ 特別研究委員会⑶
12日㈭ 特別研究委員会⑵
１月 ９日㈭ 特別研究委員会⑴
11日㈯ 保育実践事例研究会
14日㈫ 特別研究委員会⑶
17日㈮ 運営委員会
23日㈭ 特別研究委員会⑵
23日㈭ 新年意見交換会

11日㈬ 第２回設置者研修会
12日㈭ 特別研究委員会⑵
17日㈫ 特別研究委員会⑶
20日㈮ 運営委員会／理事会
26日㈭ 特別研究委員会⑴
10月15日㈫ 特別研究委員会⑶
17日㈭ 特別研究委員会⑵

２月 １日㈯ 横浜市幼稚園教育研究大会

18日㈮ 運営委員会
23日㈬ 第２回教員研修会／
防犯研修会

28日㈮ カウンセリング研究講座

７日㈮ カウンセリング研究講座

７月 ４日㈭ 特別研究委員会⑵

13日㈭ 特別研究委員会⑵

８日㈪ 「よこはまのこども39号」
編集委員会

18日㈫ 特別研究委員会⑶

９日㈫ キャリアアップ研究講座

20日㈭ 特別研究委員会⑴

10日㈬ 政令市団体協議会
運営委員会

24日㈭ 特別研究委員会⑴

11日㈭・12日㈮
政令市団体協議会横浜大会

26日㈯ 保育実践事例研究会
（免許更新講習含む）

11日㈭ 特別研究委員会⑴

29日㈫ キャリアアップ研究講座

13日㈯ 保育実践事例研究会

未 定 父母セミナー

16日㈫ 特別研究委員会⑶

11月 ７日㈭ 特別研究委員会⑴

22日㈯ 保育実践事例研究会
25日㈫ 運営委員会／理事会
26日㈬ 労働保険事務組合研修会
３月 ７日㈮ 父母の会連合会委員会
７日㈮ 運営委員会
赤 字→政令指定都市私立幼稚園団体協議会
みどり→神奈川私立幼稚園連合会
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横浜大会
参加のご案内
政令市横浜大会実行委員長
第53回政令指定都市私立幼稚
園団体協議会横浜大会が平成25
年7月11日㈭、12日㈮に開催され
ます。

思います。

報を話していただきます。
基調講演

ノンフィクション作家の柳田邦男

これまでに48名の実 行委員に

田野岡由紀子

第２分科会
仙台市と静岡市より意見発表の

先生の講演です。
「大人の気づき、

後、防災システム研究所長の山村

よって、7回に渡る委員会を経てま

子どもの成長」というテーマで、子

武彦氏に具体的な防災対策の助言

いりました。そして当日の具体的運

どもの可能性とは何か、親はどの

をしていただきます。

営の準備が着々と進んでおります。

ように気づくべきかという課題をめ

またこの度は、オリジナルの大会

ぐって、様々な実例を通して、話し

ロゴマークを採用することも決定し

ていただきます。ご期待ください。

ており、側面からも横浜をしっかり
アピールしたいと考えております。

行政報告

第３分科会
小学校との接続を通しての幼稚
園教育は何か、具体的事例を通し
て横浜が発表し、こども青少年局

今大会の主旨と実行委員会の意

政令市大会の特徴の一つで、各

気込みをお伝えするとともに、お忙

市の行政の方が「各都市の子育て

しい中とは存じますが、園長、設

支援の状況と子ども子育て支援新

置者の皆様の多くの参加をお願い

制度に係る取り組みの方向性につ

いたします。

いて」というテーマで報告をしてく

各協会の父母の会の取り組みに

ださいます。今回は、新制度への

ついて、2都市の発表の後、奥山

取り組みも楽しみです。

千鶴子氏に保護者の子育て支援の

大会テーマ

「あらためて子どもの未来を拓く」
目の前に新制度施行が見えてき
ました。各園がどのような方向を
選択していったらよいか、同じ政
令市という立場で、行政にどう働き
かけ各園の経営、教育を確保して

分科会
（どの分科会もすべて参加したくな
るような内容です）
第１分科会

いけるか。子どもの未来の幸せを

文科省の相原康人専門官に、ず

切り拓くため、今、この時期に開

ばり新 制度の内 容及び 施 行スケ

催する横浜大会の意義は大きいと

ジュールについてなど、最近の情

本年度第1号（通巻251号）をお届けいたします。
より関心を向けてもらえる協会報作りを目指そうと、
部員一同が意気込んで始まった新年度も気付いてみれば早6月です。忙殺さ
れる毎日の中で矢のような時間の流れと期限という積乱雲のような怪物にや
やもすると、心を亡き者にされそうな危機を感じる時がございます。
一呼吸おいて、目線をニュートラルへ戻してみれば、また、子ども達の歓
声と光る笑顔にあふれた世界がございます。協会活動のすべては、この子達
の利益のために在ることを実感しながら、皆様と共に歩んで行きたいと存じ
ます。本年度もよろしくお願いいたします。
（広報部長 井上 貴恭）

の原南実子担当課長を助言者に迎
えます。
第４分科会

助言をしていただきます。
横浜市幼稚園協会

電話による

子育て教育相談室
【相 談 日】

毎週火曜日・金曜日（年末年始、祝祭日を除く）
【受付時間】

10時〜12時

13時〜15時

【相 談 員】

臨床心理士
臨床心理士
臨床心理士

鈴
飯
大

木
塚
森

由美子
史
由 紀

と
、あなた
士が
心 理 えます
床
考
臨
に
緒
一

相談専用ダイヤル

ひとりで悩まないで……

０４５−５３４−８８３７
公益社団法人

横浜市幼稚園協会

http://www.kids-yokohama.or.jp
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